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(57)【要約】
【課題】 ガスの検知感度と応答特性に優れ、小型化が
可能で、電子部品として容易に搭載可能な容量型ガスセ
ンサ及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 基板１２上に、第１の電極層１４と、第
１の電極層１４を被覆する感応膜１６と、感応膜１６の
表面に第１の電極層１４と対向して設けられた第２の電
極層１８とを備え、第２の電極層１８が、網目状に絡み
合ったナノカーボン材からなる容量型ガスセンサであっ
て、感応膜１６がポリイミド系の感光性樹脂からなる。
第２の電極層１８は、感応膜１６と一体的に形成され
ていることにより、耐候性に優れ、高感度で応答特性に
優れた容量型ガスセンサとなる。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に、第１の電極層と、第１の電極層を被覆する感応膜と、前記感応膜の表面に前
記第１の電極層と対向して設けられた第２の電極層とを備え、前記第２の電極層が、網目
状に絡み合ったナノカーボン材からなる容量型ガスセンサであって、
前記感応膜が感光性樹脂からなることを特徴とする容量型ガスセンサ。
【請求項２】
前記第２の電極層は、前記感応膜と一体的に形成されていることを特徴とする請求項１
記載の容量型ガスセンサ。
【請求項３】
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前記第２の電極層は、SWCNT、MWCNT、DWCNT、グラフェンから選ばれる一種、もしくは
複数種からなることを特徴とする請求項１または２記載の容量型ガスセンサ。
【請求項４】
前記基板が導電性を有するシリコン基板からなり、前記シリコン基板が前記第１の電極
層を兼ねることを特徴する請求項１〜３のいずれか一項記載の容量型ガスセンサ。
【請求項５】
前記シリコン基板上に配置される感応膜が、前記感光性樹脂に代えてフッ素化ポリイミ
ドからなることを特徴とする請求項４記載の容量型ガスセンサ。
【請求項６】
基板上に、第１の電極層と、第１の電極層を被覆する感応膜と、前記感応膜の表面に前

20

記第１の電極層と対向して設けられた第２の電極層とを備える容量型ガスセンサの製造方
法であって、
前記第一の電極層が形成された基板上に感光性樹脂を供給し、露光及び現像操作により
前記感光性樹脂をパターニングして感応膜を形成する工程と、
前記感応膜を形成した基板上にナノカーボン材を含む分散液を供給して第２の電極層を
形成する工程と、
を備えることを特徴とする容量型ガスセンサの製造方法。
【請求項７】
前記基板が前記第1の電極層を兼ねる導電性を有するシリコン基板であり、該シリコン
基板上に感応膜と、感応膜の表面に設けられた第２の電極層とを備える容量型ガスセンサ
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の製造方法であって、
前記基板上に感光性樹脂を供給し、露光及び現像操作により前記感光性樹脂をパターニ
ングし、前記基板上に前記感応膜を形成する部位を露出させる工程と、
前記基板上で露出した部位に感応膜を充填して形成する工程と、
前記感応膜上に前記第２の電極層を形成する工程と、
を備えることを特徴とする容量型ガスセンサの製造方法。
【請求項８】
前記基板が前記第1の電極層を兼ねる導電性を有するシリコン基板であり、該シリコン
基板上に感応膜と、感応膜の表面に設けられた第２の電極層とを備える容量型ガスセンサ
の製造方法であって、
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前記基板上に感光性樹脂を供給し、露光及び現像操作により前記感光性樹脂をパターニ
ングして感応膜を形成する工程と、
前記感応膜上に前記第２の電極層を形成する工程と、
を備えることを特徴とする容量型ガスセンサの製造方法。
【請求項９】
前記第２の電極層を形成する工程においては、
スタンパのスタンプ面に、ナノカーボン材を含む分散液を供給し、次いで、前記感光性
樹脂の前駆体となる樹脂を供給し、
前記感応膜が形成された前記基板に、前記スタンパから前記ナノカーボン材と前記前駆
体となる樹脂を含む電極材料を転写する工程を備えることを特徴とする請求項６〜８のい
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ずれか一項記載の容量型ガスセンサの製造方法。
【請求項１０】
前記第２の電極層を形成する工程においては、
ディスペンサを用いて、ナノカーボン材の分散液を線描画することにより導体パターン
を形成する工程を備えることを特徴とする請求項６〜８のいずれか一項記載の容量型ガス
センサの製造方法。

【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、湿度等の計測に用いられる容量型ガスセンサ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
容量型の湿度センサは、水分の吸着によって誘電率が変化する感湿膜（感応膜）の静電
容量を計測することにより湿度を検知するものである。容量型の湿度センサには、感湿膜
上にくし歯状に電極を配置し、電極間の容量を計測する構成としたもの（引用文献１）や
、感湿膜を厚さ方向に挟む電極を配置して感湿膜の容量を計測する構成としたものがある
（特許文献２、３）。本発明者は、感応膜の外表面に設ける電極層をナノカーボン材によ
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り形成することにより、感応膜へのガス透過性を向上させ、１秒以下の応答特性が得られ
る容量型ガスセンサを提案している（特許文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６−１３３１９１号公報
【特許文献２】再表２０１０／１１３７１１号公報
【特許文献３】特開２００７−１３９４４７号公報
【特許文献４】特開２０１５−７６１８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、近年、湿度センサには、エアコンによる空調管理といった一般的な湿度検知
の他に、冷蔵庫内での低湿度、高湿度状態を検知する、乾燥機や電子レンジといった高温
での湿度状態を検知する、呼気中の湿度を検知するといった、さまざまな用途での使用が
求められている。
これらの用途に対応できるようにするには、容量型ガスセンサの感度、応答特性の改善
に加えて、測定環境下における安定性、小型化による各種機器との複合利用の可能性を高
める必要がある。
本発明は、ガスの検知感度と応答特性に優れ、小型化が可能で、回路部品として容易に
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搭載可能な容量型ガスセンサ及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明に係る容量型ガスセンサは、基板上に、第１の電極層と、第１の電極層を被覆す
る感応膜と、前記感応膜の表面に前記第１の電極層と対向して設けられた第２の電極層と
を備え、前記第２の電極層が、網目状に絡み合ったナノカーボン材からなる容量型ガスセ
ンサであって、前記感応膜が感光性樹脂からなることを特徴とする。
前記第２の電極層は、前記感応膜と一体的に形成されていることにより、第２の電極層
と感応膜との密着性が良好となり、水分等のガスの検知感度、応答特性が良好になる。
前記第２の電極層を構成するナノカーボン材としては、SWCNT、MWCNT、DWCNT、グラフ
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ェン等のナノカーボン材から選ばれる一種、もしくは複数種を組み合わせて用いることが
できる。
なお、感光性樹脂には組成等が異なるポリイミド系（例えばフォトニース：登録商標等
）の感光性樹脂を使用することができる。
【０００６】
また、前記基板が導電性を有するシリコン基板からなり、前記シリコン基板が前記第１
の電極層を兼ねる構成とすることにより、容量型ガスセンサとして好適に小型化が可能に
なる。また、前記シリコン基板上に配置される感応膜が、前記感光性樹脂に代えてフッ素
化ポリイミドからなることにより、感度、応答特性に優れた容量型ガスセンサとして提供
される。
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【０００７】
また、基板上に、第１の電極層と、第１の電極層を被覆する感応膜と、前記感応膜の表
面に前記第１の電極層と対向して設けられた第２の電極層とを備える容量型ガスセンサの
製造方法であって、前記第一の電極層が形成された基板上に、感光性樹脂を供給し、露光
及び現像操作により前記感光性樹脂をパターニングして感応膜を形成する工程と、前記感
応膜を形成した基板上にナノカーボン材を含む分散液を供給して第２の電極層を形成する
工程とを備えることを特徴とする。
感光性樹脂をパターニングして感応膜を形成することにより、センサの小型化と種々用
途に応じたセンサを提供することができる。
また、前記基板が前記第1の電極層を兼ねる導電性を有するシリコン基板であり、該シ
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リコン基板上に感応膜と、感応膜の表面に設けられた第２の電極層とを備える容量型ガス
センサの製造方法であって、前記基板上に感光性樹脂を供給し、露光及び現像操作により
前記感光性樹脂をパターニングし、前記基板上に前記感応膜を形成する部位を露出させる
工程と、前記基板上で露出した部位に感応膜を充填して形成する工程と、前記感応膜上に
前記第２の電極層を形成する工程とを備えることを特徴とする。
また、前記基板が前記第1の電極層を兼ねる導電性を有するシリコン基板であり、該シ
リコン基板上に感応膜と、感応膜の表面に設けられた第２の電極層とを備える容量型ガス
センサの製造方法であって、前記基板上に感光性樹脂を供給し、露光及び現像操作により
前記感光性樹脂をパターニングして感応膜を形成する工程と、前記感応膜上に前記第２の
電極層を形成する工程とを備えることを特徴とする。
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【０００８】
また、前記第２の電極層を形成する工程においては、スタンパのスタンプ面に、ナノカ
ーボン材を含む分散液を供給し、次いで、前記感光性樹脂の前駆体となる樹脂を供給し、
前記感応膜が形成された前記基板に、前記スタンパから前記ナノカーボン材と前記前駆体
となる樹脂を含む電極材料を転写する工程を備えることにより、スタンパから基板への電
極材料の転写が容易にでき、ナノカーボン材を含む第２の電極層と感応膜との密着性を良
好にすることができる。
また、前記電極材料を転写する工程を複数回繰り返して行うことにより、第２の電極層
の膜厚を厚くして、第２の電極層の耐久性を向上させ、かつ感度及び応答特性を損なわな
いようにすることができる。

40

また、前記第２の電極層を形成する工程においては、ディスペンサを用いて、ナノカー
ボン材の分散液を線描画することにより導体パターンを形成する工程を備えることを特徴
とする。ディスペンサを用いることにより、ガスの透過を考慮した任意の導体パターンを
形成することができる。
【０００９】
本発明に係る容量型ガスセンサは、水分を検知して湿度センサとして使用することがで
きるが、湿度センサとして利用する他に、アルコールやアルデヒド等の有機化合物を検出
するセンサとして利用することが可能である。
【発明の効果】
【００１０】
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本発明に係る容量型ガスセンサ及びその製造方法によれば、高感度でかつ応答特性に優
れた容量型ガスセンサを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】容量型ガスセンサの構成例を示す断面図である。
【図２】容量型ガスセンサの製造工程（感応膜を形成した状態）を示す説明図である。
【図３】容量型ガスセンサの製造工程（転写する状態）を示す説明図である。
【図４】感応膜にポリイミド系の感光性樹脂を使用したときの相対湿度と静電容量との相
関関係を測定した結果を示すグラフである。
【図５】感応膜をポリイミド（Kapton：登録商標）としたときの相対湿度と静電容量との
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相関関係を測定した結果を示すグラフである。
【図６】感応膜に感光性樹脂（PPI）、フッ素化ポリイミド（FPI)、ポリイミド（KPI）を
使用した場合の加湿時の電気容量の変化を測定した結果を示すグラフである。
【図７】感応膜に感光性樹脂（PPI）、フッ素化ポリイミド（FPI)、ポリイミド（KPI）を
使用した場合の除湿時の電気容量の変化を測定した結果を示すグラフである。
【図８】シリコン基板を基板として用いた容量型ガスセンサの構成を示す断面図である。
【図９】シリコン基板を用いた容量型ガスセンサと従来型の容量型ガスセンサの感度を比
較して示すグラフである。
【図１０】第２の電極層を形成する操作として、転写操作を１５回行ったセンサの断面SE
M像である。
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【図１１】第２の電極層を形成する操作として、転写操作を３０回行ったセンサの断面SE
M像である。
【図１２】第２の電極層の膜厚を変えたときの応答時間を測定した結果を示すグラフであ
る。
【図１３】本発明に係る容量型ガスセンサと従来品の性能指数を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（容量型ガスセンサの構成例）
図１は、感応膜に感光性樹脂を使用した容量型ガスセンサ１０の断面図である。この容
量型ガスセンサ１０は、基板１２上に、第１の電極層１４と感応膜１６と第２の電極層１
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８とを、この順に積層した構成を備える。基板１２には、第１の電極層１４と第２の電極
層１８と容量計とを接続する接続パッド（不図示）を、それぞれ第１の電極層１４と第２
の電極層１８に個別に接続して設ける。
【００１３】
基板１２は容量型ガスセンサの素子を支持する支持部材であり、基板１２には、ガラス
基板や樹脂基板、フレキシブル基板、シリコン基板を用いることができる。透明電極（IT
O）付きガラス基板を用いれば、透明電極を第１の電極層１４としてセンサを構築するこ
とができる。樹脂基板やシリコン基板を使用すれば、回路基板やシリコンチップに回路部
品として搭載することができ、フレキシブル基板を使用することで各種基板と組み合わせ
て使用することができる。

40

【００１４】
第１の電極層１４は、第２の電極層１８とで感応膜１６を厚さ方向に挟む配置とするこ
とでキャパシタを構成する。第１の電極層１４は電極として作用するものであればその材
質は限定されるものではなく、透明電極（ITO)、あるいはCu、Al、Au等の導体金属、Agナ
ノ粒子等のナノ金属粒子等が利用できる。第１の電極層１４を形成する方法も、塗布法、
スパッタリング法、めっき法等の適宜成膜方法が利用できる。
【００１５】
感応膜１６は、電気容量変化を検知するためのキャパシタを構成する誘電体となるもの
であり、適宜誘電材料によって形成される。誘電材料としては、非導電性高分子が利用で
きる。とくにフッ素化ポリイミド（FPI)は、ポリイミドの有する親水性とフッ素の有する
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疎水性を備えることから、応答特性に優れ感応膜として好適に利用できる。
【００１６】
フッ素化ポリイミドの他に感光性樹脂を使用することもできる。感光性樹脂は露光及び
現像操作によって所定パターンに形成できることから、回路基板等の製造工程において広
く用いられている。感応膜１６に感光性樹脂を用いることができれば、センサの大きさや
形状、センサを配置する位置をパターニングにより任意に設定することができ、基板に容
易に作り込むことができ、小型化が容易に可能になるという利点がある。
【００１７】
第２の電極層１８は、樹脂とカーボンナノチューブとの複合材料から形成される。この
第２の電極層１８は、カーボンナノチューブが互いに絡み合った網目状に形成され、所要
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の導電性と通気性（ガス透過性）を備える。カーボンナノチューブが網目状に形成される
ことにより、第２の電極層１８には、10nm〜数百nmの開口部（ガスが通過する部分）がい
たるところに形成され、開口部を介して第２の電極層１８の厚さ方向に、ガス（水分子）
が簡単に移動可能となる。こうして、第２の電極層１８は、キャパシタを構成する電極と
しての作用と、ガス（水分子）の流通を妨げずに、感応膜１６にガス（水分子）を透過さ
せ、感応膜１６から離脱するガス（水分子）を放出する作用をなす。
【００１８】
なお、第２の電極層１８には、単層カーボンナノチューブ（SWCNT)、二層カーボンナノ
チューブ（DWCNT)、多層カーボンナノチューブ（MWCNT)、グラフェン等のナノカーボン材
を用いることができる。ナノカーボン材は樹脂と複合化することにより、ナノカーボン材
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が絡み合って網目状となって、ガスが通過する開口部が形成される素材であれば適宜素材
を使用することができ、複数のナノカーボン材を組み合わせて使用することができる。
【００１９】
（容量型ガスセンサの製造例）
図２及び図３は、図１に示す容量型ガスセンサ１０の製造例を示す。この容量型ガスセ
ンサ１０はITO付きのガラス基板を用い、感応膜１６としてポリイミド系の感光性樹脂を
使用し、第２の電極層１８を構成するナノカーボン材として多層カーボンナノチューブを
使用した例である。
まず、透明電極付きのガラス基板を混酸によりエッチングし、第１の電極層１４をパタ
ーン形成する。第１の電極層１４をパターン形成する際に、容量計と接続するための接続
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パターンと接続パッドを形成する。
【００２０】
次いで、第１の電極層１４を形成した基板１２上に感応膜１６を形成する。基板１２と
感応膜１６との密着性を向上させるため、感応膜１６を形成する前に、基板１２表面に紫
外線照射し、シランカップリング剤を用いて表面処理した。
本実施形態では、感光性樹脂（溶液）を、第１の電極層１４を形成した基板１２上にス
ピンコートし（700rpm、10ｓ

1000rpm、30ｓ）、プリベーク処理（70℃、2min

120℃、

10min）を施し、露光及び現像処理により、第１の電極層１４の平面配置位置に合わせて
、第１の電極層１４を被覆するように感応膜１６をパターン形成した（パターニング工程
40

）。
次いで、洗浄処理、加熱キュア（140℃、30min

350℃、1ｈ、N2ガス中）を施して感応

膜１６とした。なお、実施形態で使用した感光性樹脂は、ポリイミド系の感光性樹脂（フ
ォトニース：登録商標）である。
【００２１】
図２は、ITO付きのガラス基板を用いて基板１２上に第１の電極層１４を形成し、第１
の電極層１４を覆うように感光性樹脂からなる感応膜１６を形成した状態である。容量計
に接続される接続パッド（不図示）は感応膜１６の平面領域よりも外側に引き出して形成
する。
【００２２】
次に、感応膜１６の表面に第２の電極層１８を形成する。本実施形態では、スタンパを
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利用して転写する方法により第２の電極層１８を形成した。
図３(a)は、スタンパ２０のスタンプ面に、第２の電極層１８となるナノカーボン材を
含む電極材料２４を供給した状態を示す。電極材料２４はスタンパ２０のスタンプ面（凸
版）の全面に供給する。
スタンパ２０は基板２１の表面に柔軟性のあるPDMS（ポリジメチルシロキサン）を凸版
状に被着形成したものである。PDMSは離型性が良く、スタンパの凸版材料として好適に使
用することができる。スタンパ２０には感応膜１６の平面形状に合わせて凸版２２が形成
されている。実施形態では、感応膜１６の平面領域よりも若干広い平面領域を被覆するよ
うに凸版を形成した。
10

【００２３】
スタンパ２０のスタンプ面に、電極材料２４を供給する操作は、次のようにして行った
。まず、MWCNTをイソプロピルアルコールに分散させた分散液をスタンパ２０上にスピン
コートし（4000rpm、30ｓ）、次いで、SWCNTをイソプロピルアルコールに分散させた分散
液をディップコート（2mm/s）した後、さらに、スタンプ面に感光性樹脂の前駆体である
ポリアミド酸の樹脂（溶液）をスピンコートし（700rpm、10ｓ

4000rpm、30ｓ）、60℃

で乾燥させ、溶剤を散逸させた。感光性樹脂は感応膜１６に用いた感光性樹脂と同一のも
のである。
【００２４】
スタンパ２０に電極材料２４を供給する操作として、まずカーボンナノチューブの分散
液を供給する操作を行う理由は、ナノカーボン材（カーボンナノチューブ）をはじめに供
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給することで、スタンパ面にナノカーボン材を接触させるようにし、ナノカーボン材の離
型性の良さを利用して電極材料２４が容易に転写されるようにするためである。
ナノカーボン材の分散液を供給した後に感光性樹脂の前駆体となる樹脂（溶液）を供給
するのは、感応膜１６を構成する感光性樹脂と電極材料２４とをなじませ、感応膜１６と
電極材料２４（第２の電極層１８）との密着性を向上させるためである。
【００２５】
図３(b)は、スタンパ２０から基板１２に電極材料２４を転写する操作を行っている状
態を示す。スタンパ面を基板１２上の感応膜１６の平面配置位置に合わせてスタンパ２０
をプレスすることにより。スタンパ２０から感応膜１６に電極材料２４が転写される。実
施形態では、感応膜１６の平面領域よりもスタンパ２０のスタンプ面をやや広くとり、感
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応膜１６の側面にも電極材料２４が転写されるようにしている。
転写操作は150℃、加圧力2.7MPaで5分間で行った。転写後、加熱キュア操作（140℃、3
0min

350℃、1ｈ、N2ガス中）により第２の電極層１８を形成した。

【００２６】
図１が、上述した操作によって作製した容量型ガスセンサ１０である。第２の電極層１
８が感光性樹脂からなる感応膜１６の側面を含む露出面を被覆している。なお、容量計に
接続される接続パッドのうち第２の電極層１８に接続するものは第２の電極層１８の側面
から引き出され、第１の電極層１４に接続するものは第２の電極層１８と短絡しない配置
として引き出される。
【００２７】

40

（容量型ガスセンサの特性）
図４は、上述した方法によって作製した容量型ガスセンサ（感応膜１６として感光性樹
脂を使用している）の相対湿度と静電容量との相関関係を測定した結果を示すグラフであ
る。図４では、30℃、50℃、70℃でそれぞれ加湿したとき、除湿したときの静電容量値を
示す。この測定結果をみると、0％〜90％の広い湿度範囲で静電容量が高精度に線形応答
していることがわかる。また、温度を変えたときの静電容量値の変化量が僅かであり、温
度に対して安定した特性を有することがわかる。
【００２８】
図５は、比較例として、図１と同一の構成を有する容量型ガスセンサにおいて、感応膜
１６を代表的なポリイミドであるKapton(登録商標）型ポリイミドにより形成したセンサ
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について、相対湿度と静電容量との相関関係を測定した結果を示す。この場合は、相対湿
度と静電容量との間に一定の線形応答特性は見られるものの、温度を変えた場合に、静電
容量値が大きく変動する結果となった。したがって、温度安定性の面から見ると、このタ
イプの容量型ガスセンサは適していないといえる。
【００２９】
図６、７は、図１と同一の構成を有する容量型ガスセンサにおいて、感応膜１６に感光
性樹脂（PPI：Photosensitive Polyimide)、フッ素化ポリイミド（FPI)、ポリイミド（KP
I

Kapton：登録商標）を使用した場合について、応答時間を測定したグラフである。図

６は加湿時（立ち上がり）、図７は除湿時（立下り）の静電容量値の測定結果を示す。
図６、７において特徴的な点は、感応膜１６としてFPI、KPIを使用した場合と比較して
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PPIを使用した場合は、湿度の変化に対する静電容量値の変化量が大きいということであ
る。静電容量値の変化量が大きいということはPPIはFPIやKPIと比較して湿度の感度が優
れていることを示す。
【００３０】
表１に、３種類の感応膜について、加湿時と除湿時の応答時間をまとめた。立ち上がり
の応答時間は、静電容量の初期値と飽和値の静電容量値の差の90%まで静電容量値が増加
するまでの時間、立下りの応答時間は、静電容量の初期値（飽和値）と終値（最小値）の
静電容量値の差の90％まで静電容量値が減少するまでの時間とした。
【表１】
20

【００３１】
表１から、感応膜に感光性樹脂（PPI)を使用した場合は、フッ素化ポリイミド（FPI)を
使用した場合と比較して応答時間はやや劣るものの、KPIと比較すると明確に応答時間が
短くなる。これまでの実験から、容量型ガスセンサの応答時間は、感応膜の膜厚の2乗に
比例することが分かっている。したがって、感光性樹脂（PPI)を使用した場合に応答時間
を短縮するには膜厚を薄くすればよい。たとえば、PPIの厚さを2μｍから0.5μｍにした
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とすると、応答時間は0.5秒になる。
【００３２】
なお、応答特性の試験は、恒温恒湿槽内に、開閉扉を取り付けたチャンバー（内容積：
約110cm3）を設置し、チャンバー内に測定対象である容量型センサをセットし、チャンバ
ーに乾燥空気を流入させチャンバー内を乾燥状態（湿度0〜2％RH)とした後、恒温恒湿槽
内を測定しようとする湿度に設定し、チャンバーの開閉扉を開き（加湿）、容量計（LCR
メータ）でサンプルの静電容量の変化を計測し、開閉扉を開いてから所定時間後（100秒
後）に開閉扉を閉じ、チャンバー内に乾燥空気を流入させ、除湿時の静電容量の変化を計
測する方法で行った。
【００３３】
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本実施形態の容量型ガスセンサは感応膜を感光性樹脂によって形成するから、感応膜は
露光及び現像操作により、任意の大きさ（平面領域）に形成することができ、5mm径程度
の大きさに形成することも容易である。
また、第１の電極層は、回路基板の製作で一般的に利用されている、塗布法、めっき法
、スパッタリング法等の成膜方法が利用でき、感光性樹脂は回路基板のパターニングに利
用されているから、回路基板の製造工程に本発明に係る容量型ガスセンサを作り込む工程
を組み込むことは容易に可能であり、容量型ガスセンサを組み込んだ回路基板（樹脂基板
、フレキシブル基板）として提供することができる。
【００３４】
（シリコン基板を用いた容量型ガスセンサの構成例）
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図８は、基板３１に導電性を有するｎ型シリコンを用いて容量型ガスセンサ３０を構成
した例である。この容量型ガスセンサ３０は、基板３１上に、感応膜３２と、感応膜３２
を厚さ方向に挟む配置に第２の電極層３４が形成され、基板３１と容量計とを接続する接
続パッド３６が形成されたものである。ｎ型シリコンからなる基板３１が第１の電極層に
相当し、基板３１と感応膜３２と第２の電極層３４とで静電容量を検知するキャパシタが
構成される。
【００３５】
本実施形態では、感応膜３２と接続パッド３６を所定パターンで形成するため、基板３
１の表面に感光性樹脂３８をコーティングし、露光及び現像操作により、基板３１上に感
応膜３２となる部位と接続パッド３６となる部位を露出させた。
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感応膜３２にはフッ素化ポリイミドを使用し、フッ素化ポリイミドを感応膜３２となる
部位の凹部を充填するように基板３１の表面に塗布し、加熱キュアにより感応膜３２とし
た。
第２の電極層３４は、前述したナノカーボン材（カーボンナノチューブ）を含む電極材
料を転写する方法によって形成した。
接続パッド３６は、基板３１に導通させて設けたアルミニウム電極３６ａの表面にAgナ
ノ粒子３６ｂを塗布して形成した。
【００３６】
図９は、本実施形態のシリコン基板を使用した容量型ガスセンサ３０と、感応膜をフッ
素化ポリイミドとし、第１の電極層をAgナノ粒子を塗布して形成した従来型の容量型ガス
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センサ（図１と同様の構成を備える）の感度を比較して示したものである。
図９は、シリコン基板を使用した容量型ガスセンサの感度が、従来型の容量型ガスセン
サと比較して若干劣っていることを示す。この理由は、比較対象として従来型の容量型ガ
スセンサはセンサの検知部の実効面積が16mm2であるのに対して、図８のシリコン基板を
用いた容量型ガスセンサでは、電極面積のうち感光性樹脂３８からなる絶縁層を介さない
部分に相当する実効面積が9.6mm2で、第２の電極層３４直下の絶縁層（感光性樹脂）の部
分の面積が容量値変化に寄与しないことと、水蒸気の出入りにより感応膜３２直下のシリ
コン基板表面のSiO2膜の容量値が変化しないことによるものである。
【００３７】
本実施形態の容量型ガスセンサ３０は、感光性樹脂３８を利用してセンサの検知部分を
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パターニングして形成するから、センサを容易に小型化することができるという利点があ
る。また、本実施形態では、感応膜３２としてフッ素化ポリイミドを使用したが、前述し
たように感光性樹脂そのものを感応膜として利用することもできる。その場合は、センサ
の検知部分として感光性樹脂をパターニングし、パターニングした感光性樹脂に合わせて
第２の電極層を形成すればよい。
また、第１の電極層を兼ねて導電性のシリコン基板３１を使用することで、容量型ガス
センサのチップ部品として構築することができ、回路基板への搭載用部品として利用する
ことも可能となる。また、シリコン基板に静電容量値を検知する検知用回路を組み込むこ
とにより、さらに汎用的に利用できるチップ部品として構築することも可能である。
【００３８】
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（第２の電極層による作用）
前述したように、本発明に係る容量型ガスセンサでは、静電容量値を検知するキャパシ
タの第２の電極層（感応膜にガスが出入りする露出面側の電極層）として、ナノカーボン
材を含む複合電極を用いる。ナノカーボン材を用いるのは、第２の電極層を網目状の電極
としてガス（水分等）が容易に透過できるようにするためである。
容量型ガスセンサの応答特性に第２の電極層がどのように作用するかを調べるため、第
２の電極層の厚さを変えたときの応答特性について調べた。
【００３９】
第２の電極層は転写操作を繰り返すことによりより厚く形成することができる。また、
転写に用いるナノカーボン材の分散液の濃度を変えたり、電極層と複合化して用いる樹脂
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の前駆体の溶液の量（厚さ）を変えることによって厚さを調節することができる。
図１０、１１は、転写操作を繰り返して第２の電極層を厚く形成した例を示す。図１０
は転写操作を１５回行った場合、図１１は転写操作を３０回行った場合のセンサの断面SE
M像である。図１０、１１において、A部分がガラス基板上のITO電極（第１の電極層）で
、図１０では厚さ167nm、図１１では厚さ165nmである。B部分が感応膜のフッ素化ポリイ
ミド層で、図１０、１１ともに、厚さ350nmである。C部分が第２の電極層で図１０では厚
さ750nm、図１１では1200nmである。D部分は第２の電極層の表面位置を知るために設けた
Au層（25nm）である。
上記サンプルは、スタンパにMWCNTをスピンコートし、SWCNTをディップコート、さらに
フッ素化ポリイミド（FPI)をスピンコートして転写したものである。
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【００４０】
このように転写操作を繰り返すことにより、第２の電極層を厚く形成することができる
。
図１２に第２の電極層の厚さを変えた容量型ガスセンサについて応答時間を測定した結
果を示す。表２に、第２の電極層の膜厚に対する応答時間を示す。測定したガスセンサは
図１と同様の構成を備えるセンサで、フッ素化ポリイミドを感応膜とし、第２の電極層を
カーボンナノチューブとフッ素化ポリイミドの複合電極としたものである。
【表２】
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【００４１】
表２に示す測定結果は、第２の電極層の厚さを数μｍ程度まで厚くしても、応答時間は
1秒程度であり、応答時間の特性の劣化を大きくは招かないことを意味する。すなわち、
ナノカーボン材と樹脂との複合電極構造とした第２の電極層は優れたガス透過性を備えて
いることがわかる。
容量型のガスセンサの応答特性（応答時間）は、感応膜の膜厚を薄くすることにより向
上することが分かっている。第２の電極層は感応膜の外面を被覆するように設けるから、
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第２の電極層の厚さをある程度厚くして感応膜を保護するようにすることで、感度及び応
答特性にすぐれ、安定性、耐久性を備えた容量型ガスセンサとすることができる。
【００４２】
（第２の電極層の他の形成方法）
上記例においては第２の電極層を形成する方法として転写法を利用したが、第２の電極
層を形成する方法は転写法に限られるものではなく、塗布法を利用することも可能である
。塗布法による場合は、基板上に感応膜を形成した後、ナノカーボン材料の分散液を塗布
して第２の電極層とする。この場合は、感応膜を加熱キュアする前にナノカーボン材の分
散液を塗布してから、加熱キュア工程を行って感応膜を形成するとともに第２の電極層を
形成するとよい。
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【００４３】
第２の電極層を形成するさらに他の方法として、ナノリットル単位で塗布量を制御して
所定のパターンで描画することができる超微量ディスペンサを用いて第２の電極層を形成
することができる。
超微量ディスペンサを用いれば、カーボンナノチューブを分散液に分散させたカーボン
ナノチューブの分散液や、感光性樹脂（ポリイミド）の前駆体と分散液の混合液あるいは
感光性樹脂の前駆体にカーボンナノチューブを分散させた分散液を用いて線描画すること
により、きわめて細線のパターンを形成することができる。
前述したように第１の電極層の上に感応膜をコーティングした後、カーボンナノチュー
ブの分散液を超微量ディスペンサを用いて、微細間隔の平行線状あるいは微細格子状に描
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画することにより、前述したスタンパを用いて網目状に形成した第２の電極層と同様の機
能を備える第２の電極層を形成することができる。
【００４４】
カーボンナノチューブの分散液を用いて超微細間隔のカーボンナノチューブによる導体
パターンを形成した後、導体パターンを被覆するように感光性樹脂の前駆体をコーティン
グし、次いで、加熱キュア処理を施すことにより、感応膜からカーボンナノチューブが剥
離することを防止することができ、ガスセンサの耐久性を向上させることができる。カー
ボンナノチューブの分散液として感光性樹脂の前駆体を混合した液を使用すれば、下地の
感応膜とカーボンナノチューブのパターンとの密着性を向上させることができる。
【００４５】

10

超微量ディスペンサを用いてカーボンナノチューブの分散液を線描画する方法を利用し
て第２の電極層を形成する方法は、スタンパを用いる転写法と比べて操作が容易であり、
任意のパターンに第２の電極層を形成することができるという利点がある。たとえば、デ
ィスペンサを制御することにより、ガスの透過性を考慮した線間隔でカーボンナノチュー
ブのパターンを形成することができる。また、回路基板にガスセンサを組み込む場合も、
ディスペンサを用いてカーボンナノチューブの分散液や前駆体を供給する工程であれば、
回路基板の製造工程中に組み込むことが容易であるという利点もある。
【００４６】
（容量型ガスセンサの性能指数）
図１３は本発明に係る容量型ガスセンサと従来品との特性を評価するためセンサの特性
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を性能指数（Figure of Merit:FoM)として示したものである。ガスセンサの性能指数FoM
を次の（３）式によって規定した。
FoM＝感度[pF／％RH]／（面積[cm2]）×（応答時間[s]）・・・（３）
図１３のグラフでは、より右側で、より上方にあるものほど、性能指数が高いことを示
す。
【００４７】
図１３において、Si/SiO2/FPI/CNT複合電極とあるのは、図８に示す構成を備える容量
型ガスセンサで、感応膜FPIの膜厚が0.4μm、第２の電極層であるCNT複合電極の膜厚が4.
4μm[A]、6.0μm[B]、13μm[C]のものである。これら３種の性能指数はCNT複合電極の膜
厚がかなり相違しているが近似している。
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また、ITO/FPI/CNT複合電極とあるのは、図１に示す構成を備える容量型ガスセンサで
、感応膜FPIの膜厚が8.9μm[a]、5.2μm[b]、3.2μm[c]、1.5μm[d]、1.3μm[e]、0.4μm
[f]の性能指数である。
また、ITO/FPI/SWCNTとあるのは、図１に示す容量型ガスセンサと同様の構成を備え、
第２の電極層を塗布法（SWCNTの分散液）により形成した例である。
また、ITO/FPI/Au(20nm）とあるのは、図１に示す容量型ガスセンサと類似の構成を備
えるもので、FPIを感応膜とし、第２の電極層を20nmの厚さのAu薄膜により形成したもの
である。
【００４８】
図１３において、[I]〜[V]は市販品の性能指数である。[I]：Innovative Sensor Techn
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ology (P14 Rapid SMD)、[II]：Smartec (HS08A)、[III]：VISHAY (2381 691 90001 HUMI
DITY‑SENS‑E)、[IV]：Innovative Sensor Technology (MK33‑W)、[V]：Smartec (HS07)、
の各製品についての性能指数である。
また、[23]、[61]〜[63]は文献に基づく性能指数である。[23]：Kuroiwa, T. Miyagish
i, A. Ito, M. Matsuguchi, Y. Sadaoka, Y. Sakai: Sensors and Actuators B 24‑25(19
95)692‑695、[61]：E. Zampetti, S. Pantalei, A. Pecora, A. Valletta, L. Maiolo, A
. Minotti, A. Macagnano, G. Fortunato, A. Bearzotti: Sensors and Actuators B 143
(2009)302‑307、[62]：M. J. Lee, H. P. Hong, K. H. Kwon, C. W. Park, N. K. Min: S
ensors and Actuators B 185(2009)97‑104、[63]：J. H. Kim, S. M. Hong, B. M. Moon,
K. Kim: Microsyst Technol 16(2010)2017‑2021、にそれぞれ基づく。
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【００４９】
図１３から、本発明に係るシリコン基板上に形成した容量型ガスセンサはきわめてすぐ
れた性能指数を備えており従来品と比較して十分に特性上の利点を備えているいることが
わかる。第２の電極層の膜厚をかなり厚く設定しても、性能指数がさほど変わらない点も
特徴的である。
また、図１に示すタイプの容量型センサでは、FPIを感応膜とし、感応膜の膜厚を0.4μ
mとしたものが従来品と比較して高い性能指数を示す。本発明に係る容量型センサにおい
ても、FPIと同等の感光性樹脂を感応膜に使用することにより、従来品にくらべてはるか
に特性の優れた容量型ガスセンサを提供することが可能である。
【符号の説明】

10

【００５０】
１０

容量型ガスセンサ

１２

基板

１４

第1の電極層

１６

感応膜

１８

第２の電極層

２０

スタンパ

２４

電極材料

３０

容量型ガスセンサ

３１

シリコン基板

３２

感応膜

３４

第２の電極層

３６

接続パッド

３６ａ
３８

アルミニウム電極
感光性樹脂
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